これ はイ ソ ップ寓話 の中 でも有名な話 の 一つで、要約す ると、
「
キ ツネ が お いしそうなブ ドウを見 つけ るが、高 いと ころにあ り
どう しても届 かな い。しま いには 『あ のブ ドウ はき っと酸 っぱ く
てまず いに違 いな い』と言 って去 って いく」と いうも のです。
これ は、欲 し いも のを手に入れ る ことが できな い自 己 の能力 の
低さを正当化す るために、対象 を貶 めたり、価値 のな いも のだと
主張す る 「
負 け惜 しみ」の例え話と してしば しば持ち出さ れます。
こ の教 訓 は、現代社会 の人間 の行動 にもそ のまま当 てはまりま
す。人は自分 の考えと現実が整合 しな い場合 に 「
不快感」を覚え、
こ のような感情 状態 にな ると、 そ の矛盾 を解 消 しよう と努 めま
す。こう した心 の動き は、アメリカ の心理学者 レオ ン ・フ ェステ
ィンガーが提唱 した 「
認知的 不協 和」と いう概念 で知られ て いま
すが、 人間と いう のは慣れ親 しんだ状態や行動 パター ンを好 み、
それらを変え る こと に抵抗感を示す特性をもち、そ の不協 和状態
を解 消す るために、自ら の 「
行動」を正当化す る傾向 にあ ります。
会社 から の無 理難題 に対 し怖 く て反論 できず、 「
成長と進 化 のた
め」と前 向き に受け入れ てしまう ことなどそ の典型と いえ ます。

たいことが言えない

自分自身に対する怒

りの発露であり、こ

れも一種の認知的不

協和といえます。

「すべて会社が決

めて下さい。ただし

私たちの思い通り

に。」これはもはや

独裁主義ですね。

不満 のあ る現状を変え るためには、議論や学習を通 して会社 に
要求 を しなければな りません。 これ は、難 し い試験 に合格す るた
めにはテキ ストを読 み込ん で過去問を研究 しなければならな いの
と同じ レベ ルの常識 です。結 局 のと ころ、 「
言 っても変わらな い」
と いう のは、本質 に切り込む知恵 と行動力がな い自分を正当化す
るため の方便 に過ぎ ま せん。 もち ろん、 これも生物と して の生存
戦略 の 一つであ る こと から、 口の上 手 い人が喋 るとも っともら し
く聞 こえ る ことさえあ ります。 しかし、 そ こには現状を好転さ せ
ようと闘う ために必要な エッセ ンスが欠け て いるため、行動力 の
あ る人間が相談を持ち かけ る相 手と しては不適格 です。 また、相
手が悪ければ、当 人 の劣等感を刺激 し逆恨 みを買うと い った悪循
環をも生 むため、本末転倒 と いうも のです。生き方 は人それぞれ
と言 ったら それま でですが、誰 かに相談す るなら自分 の考え通り
に行動 して いる人を選ぶ べき です。「
○○さ んと は喋 るな」と言わ
れ ても聞き流 しま し ょう。会社 は子供 の遊 び場 ではあ りません。
裏での愚痴は、言い
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